
取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や
人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い
かたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお
使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
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MSFD-20U

“メモリースティック”スロット搭載

USB 2倍速
フロッピーディスクドライブ

 2002 Sony Corporation Printed in China

本ドライブを初めてご使用になるときは、コンピューターにドライバーソ
フトウェアをインストールする必要があります。ドライバーソフトウェアの
インストール方法は別冊の「セットアップガイド」に記載しておりますの
で、本ドライブを接続する前に、必ずお読みください。

付属品一覧

梱包箱から取り出したら、本ドライブと下記の付属品が揃っているかどうか確認して
ください。
万一、不足しているものがあったり損傷しているものがあるときには、お買い上げ店
にご相談ください。

• ドライブ本体 • ドライバーソフトウェアCD（CD-ROM）
• 取扱説明書（本紙）
• セットアップガイド
• 保証書

主な仕様
フロッピーディスクドライブ

速度
書き込み 2倍速
読み出し 2倍速

使用可能なディスク
3.5インチ 2HD（1.44 Mバイト、1.2 Mバイト）
3.5インチ 2DD（720 Kバイト）

“メモリースティック”スロット

書き込み速度
最大 500Kバイト/s*

読み出し速度
最大 500Kバイト/s*
* 最大書き込み／読み出し速度は、コンピュー
ターの性能や使用する“メモリースティック”
の種類によって異なります。

使用可能な“メモリースティック”
“メモリースティック”
“マジックゲート メモリースティック”

インターフェース
USB 2.0 Full-Speed（USB 1.1互換）

環境条件
周囲温度 稼動時 5 ℃～35 ℃

保管時 －20 ℃～55 ℃
相対湿度 稼動時 20 %～80 %

（結露のないこと）
保管時 15 %～90 %
（結露のないこと）

電源・その他
電源入力
DC+5 V（USBコネクターより供給）

消費電力
1.25 W（通常動作時）

外形寸法
約104×24.3×143 mm（幅／高さ／奥行き）

（突起含まず）

質量
約350 g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更す
ることがありますが、ご了承ください。

各部の名称とはたらき
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1 USBコネクター
コンピューターのUSBコネクターに
接続します。

2 イジェクトボタン
フロッピーディスクを取り出すときに
押します。

3 フロッピーディスクスロット
フロッピーディスクを挿入します。

4 フロッピーディスク・アクセス・
ランプ
フロッピーディスク内のデータの読
み書き中など、フロッピーディスクに
アクセスしているとき点灯します。

5“メモリースティック”アクセス・
ランプ
“メモリースティック”を入れたとき点
灯します。また、“メモリースティック”
内のデータの読み書き中など、“メモ
リースティック”にアクセスしている
とき点滅します。

6“メモリースティック”スロット
“メモリースティック”を挿入します。

必要なシステム構成

本ドライブは、次の仕様のコンピュー
ターで使用できます。
□ CPU：PentiumⅡ400 MHz 以上
□ RAM：64 Mバイト以上
□ OS：Windows 98 Second Edition

（Windows 98 SE）
Windows 2000 Professional
（Windows 2000）
Windows Millennium Edition
（Windows Me）
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional　
（Windows XP）

□ コンピューターにUSBコネクターが
あること

□ コンピューターにCD-ROMを読み
出し可能なドライブがあること（ド
ライバーソフトウェアのインストー
ルに使用）

※NEC PC-98シリーズには対応しておりま
せん。

はじめに

本ドライブには、次の特長があります。
□ フロッピーディスクを2倍速で読み書
きすることができます。

□“メモリースティック”スロットが搭
載されています。

□ コンピューターのUSBコネクターから
の電源供給で動作しますので、外部の
電源に接続する必要がありません。

□ 持ち運びに便利な小型軽量設計です。

使用上のご注意

他のUSB機器との同時使用などに
ついて

本ドライブは、ハイパワーデバイス
（USBコネクターからの電源供給で動作
する消費電流 500 mA以下の機器）です
ので、コンピューターから供給される電
力が低下すると、動作が不安定になる可
能性があります。このため、下記の状態
での動作を保証しておりません。
• 他のハイパワーデバイスとの同時使用
（USBコネクターからの電源供給で動
作するタイプのハードディスク、CD-
ROMドライブ、スキャナー、プリン
ターなどとの同時使用）。

• 本ドライブの複数台接続。
• バスパワータイプ（USBコネクターか
らの電源供給で動作するタイプ）の
USBハブとの同時使用。

• フロッピーディスクドライブ動作中の
“メモリースティック”の挿入。
（“メモリースティック”を挿入すると
きは、必ず、フロッピーディスク・ア
クセス・ランプが消灯していることを
確認してください。）

USBハブへの接続について
• 本ドライブはコンピューターのUSBコ
ネクターに直接接続してください。
キーボードのUSBハブを含め、バスパ
ワータイプのUSBハブに接続した場合
の動作は保証しておりません。

コンピューターから取り外すときは

本ドライブは、コンピューターの電源を
オンにしたままで取り付け／取り外しが
可能です。ただし、Windows XP/2000/
Meの場合は、タスクバーの  アイコ
ンをクリックし、本ドライブに対して
「ハードウェアの停止」の操作を行ってか
ら本ドライブを取り外してください。
• Windows XP/2000
「Sony USB Floppy」と「Sony MS
Reader/Writer」の両方を停止してく
ださい。

• Windows Me
「USBフロッピー」と「USBディスク」
の両方を停止してください。

使用・保管環境について

• 熱器具の近くや、直射日光の当たる場
所、ほこり、砂、湿気の多い場所、雨
水のかかる場所、窓を閉めきった車内
などに本ドライブを放置しないでくだ
さい。

• 本ドライブがラジオやテレビの受信障
害の原因となっている場合は、本ドラ
イブをラジオやテレビから離してくだ
さい。

• 使用中に布や毛布で本ドライブを包
まないでください。本ドライブの誤
作動や、火災の原因となることがあ
ります。

故障かな？と思ったら

指定の相談窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも具
合が悪いときはお買い上げ店または指定の相談窓口にご相談ください。

症状

本ドライブがコンピューターに認
識されない。

Windows Me/2000/98 SEで、
本ドライブを接続しても「マイコ
ンピュータ」ウィンドウに“メモ
リースティック”リーダー／ライ
ターのアイコンが表示されない。

フロッピーディスクが入らない。
または、“メモリースティック”が
入らない。

原因／処置

→ 本ドライブとコンピューターがしっかりと接続されてい
ない可能性があります。いったん本ドライブのUSBコネ
クターをコンピューターから取り外し、接続し直してみ
てください。

→ Windows Me/2000/98 SEの場合、本ドライブの“メ
モリースティック”リーダー／ライターは、「リムーバブ
ルディスク」として表示されます。

→ フロッピーディスクまたは“メモリースティック”の向
きが誤っている可能性があります。正しい向きにして挿
入し直してください。

フロッピーディスクを取り出すには
ご注意

フロッピーディスク・アクセス・ランプが点灯しているときにフロッピーディスクを取り出さない
でください。フロッピーディスク内のデータが失われるおそれがあります。

1 フロッピーディスク・アクセス・ラ
ンプが消灯していることを確認
し、イジェクトボタンを押す。
フロッピーディスクが出てきます。

2 フロッピーディスクを取り出す。

フロッピーディスクの出し入れ

フロッピーディスクを入れるには

1 フロッピーディスクを、フロッピー
ディスクスロットに挿入する。
ある程度押し込むと、奥に入って固
定されます。

イジェクトボタンフロッピーディスク・
アクセス・ランプ

“メモリースティック”の出し入れ

“メモリースティック”を入れるには
ご注意

• フロッピーディスク・アクセス・ランプが点灯しているときに“メモリースティック”を入れな
いでください。本ドライブの動作が不安定になるおそれがあります。

•“メモリースティック”をフロッピーディスクスロットに挿入しないでください。
•“メモリースティック”は正しい向きに入れてください。誤った向きに無理に押し込むと、“メモ
リースティック”スロットや“メモリースティック”本体が破損するおそれがあります。

1 フロッピーディスク・アクセス・
ランプが消灯していることを確
認し、“メモリースティック”を
“メモリースティック”スロットに
挿入する。
奥に突き当たるまで押し込んでくだ
さい。カチッと固定されます。

“メモリースティック”を取り出すには
ご注意

“メモリースティック”アクセス・ランプが点灯または点滅しているときに“メモリースティック”を
取り出さないでください。“メモリースティック”内のデータが失われるおそれがあります。

1 “メモリースティック”アクセス・
ランプが消灯していることを確認
し、“メモリースティック”を奥に
押し込む。

2 いったん手を離し、“メモリース
ティック”を取り出す。
手を離すと“メモリースティック”が
少し出るので、引き出してください。

“メモリースティック”アクセス・ランプ

フロッピーディスク・
アクセス・ランプ

vの方向に
差し込む。



電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

•“メモリースティック”および  はソニー株式会社の商標です。
•“MagicGate Memory Stick”（“マジックゲート メモリースティック”）および  は、
ソニー株式会社の商標です。

• Microsoft、MS、MS-DOSおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国お
よびその他の国における登録商標です。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標
あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

本機をお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピューターに添付のソフトウェア使用許諾契
約書をお読みください。

□ 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウエア含む）を使用し、指定または推奨
するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、ド
ライブ本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについて

も、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
□ 本製品のご使用による、コンピューター本体や他の機器の不具合、特定のハードウエ
ア・ソフトウエア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウエア相
互の適正などに起因する動作障害、データやディスクの損失、あるいは他の偶発的ま
たは必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承くださ
い。

□ 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内にお
いてのみ有効です。

□ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の
全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上
禁止されております。

□ 本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、

および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いか
ねます。

□ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
□ 本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

本製品に付属のデバイスドライバーソフトウェア
をインストールされる前にお読み下さい。

ソニー株式会社（以下ソニーという）から提供する

USB対応フロッピーディスクドライブ用デバイス
ドライバーソフトウェアの使用については以下の

「ソフトウェア使用契約書」が適用されます。イン

ストール前に以下の「ソフトウェア使用契約書」 を
必ずお読み下さい。

インストールされた場合には下記契約書に同意さ

れたものとみなします。

ソフトウェア使用契約書

本契約は、お客様（以下使用者という）と弊社（以
下ソニーという）との間でUSB対応フロッピー
ディスクドライブ用デバイスドライバーソフト

ウェア（ 以下許諾プログラムという）の使用権の許
諾に関して合意するものです。使用者が許諾プロ

グラムの使用を開始した場合は、使用者が以下の

条件に合意したものと見なされます。
第1条（総則）
ソニーは、許諾プログラムの日本国内における非

独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾しま
す。

第2条（使用権）
1. 本契約によって生ずる許諾プログラムの使用権
とは、お買いあげいただいた当該機器“MSFD-
20U”に於いてのみ、使用者が許諾プログラム
を使用する権利 をいいます。

2. 使用者は、許諾プログラムおよび関連書類の一
部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追

加等の改変をすることができません。但し、
バックアップを保有する目的で許諾プログラム

を複製することはできるものとします。

3. 使用者は、前項に基づき複製を行う場合には、
ソニーの付した著作権表示を削除、変更しない

ものとし、また当該複製物の保管場所、複製部

数について正確な記録を保管しなければならな
いものとします。

第3条（譲渡等の禁止）
1. 使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なく
して前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、

もしくはその他の方法で使用させてはならない

ものとします。

2. 使用者は許諾プログラムに関し逆アセンブル、
逆コンパイル等のソースコード解析作業を行っ

てはならないものとします。

第4条（許諾プログラムの権利）
許諾プログラムおよびその関連書類に関する著作

権等一切の権利は、著作権者に帰属するものと

し、使用者は許諾プログラムおよびその関連書類
に関して本契約に基づきソニーから許諾された使

用権以外の権利を有しないものとします。

第5条（ソニーの免責）
ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使

用権を行使することにより生じた使用者もしくは

第三者の損害に関してはいかなる責任も負わない
ものとします。

第6条（保証）
使用者が規定外の方法で使用した許諾プログラム
および他のプログラムと結合して使用した許諾プ

ログラムについては、ソニーはいかなる保証も行

わないものとします。
第7条（第三者に対する責任）
使用者が許諾プログラムを使用することにより、

第三者との間で著作権、特許権その他の無体財産
権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用

者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー

に一切の迷惑をかけないものとします。
第8条（秘密保持）
使用者は、本契約により提供される許諾プログラ

ム、その関連書類等の情報および本契約の内容に
ついて秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を

得ることなく第三者に開示または漏洩しないもの

とします。
第9条（契約の解除）　
ソニーは、使用者において次の各号の一に該当す

る事由があるときは、直ちに本契約を解除し、ま
たはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対

し請求することができるものとします。

（1）本契約に定める条項に違反したとき
（2）差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立

を受けたとき

第10条（許諾プログラムの廃棄）
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者

は契約の終了した日から2週間以内にソニーから提
供された許諾プログラムおよびその複製物を廃棄
するものとし、その旨を証明する文書をソニーに

差し入れるものとします。

第11条（その他）
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑

義を生じた場合は、ソニーと使用者は誠意をもっ

て協議し、解決するものとします。

デバイスドライバーソフトウェア使用許諾条項

保証書とアフターサービス

保証書

• この製品には保証書が添付されていま
すので、お買い上げの際、お買い上げ
店からお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお
確かめのうえ、大切に保存してくだ
さい。

• 保証期間は、お買い上げ日より1 年間
です。

ご注意

保証およびユーザーサポートは、添付の保証
書に記載された国または販売地域においての
み有効です。

アフターサービス

保証期間中の修理は

取扱説明書と保証書の記載内容に基づい
て修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有料で修理させていただき
ます。

部品の保有期間について

当社ではフロッピーディスクドライブの
補修用性能部品（製品の機能を維持する
ために必要な部品）を、製造打ち切り後
最低6 年間保有しています。この部品保
有期間を修理可能の期間とさせていただ
きます。保有期間が経過したあとも、故
障箇所によっては修理可能の場合があり
ますので、お買い上げ店か、修理窓口に
ご相談ください。

修理のご依頼について

本製品の修理をご依頼の際は、製品本体
および付属品一式を、お買い上げ店や
サービス窓口にご提供ください。
• 本製品は持ち込み修理対象製品です。
故障その他の理由でお買い上げ店や
サービス・相談窓口に製品をご提供い
ただく場合、受け付けまたはご返却に
関わる配送費用、製品の取り付けや取
り外し、接続調整などの諸費用はすべ
てお客様のご負担となります。

• 本製品は、日本国内向け販売製品で
す。保証およびユーザーサポートは日
本国内においてのみ有効です。

製品サポートのご案内

本ドライブの使いかたに関するご相談、
本体や付属ソフトウエアに関する技術的
なご質問、故障に関するお問い合わせな
ど、お電話でご相談になる前に、以下で
提供している情報をご確認ください。
• ユーザーサポートホームページ

http://www.sony.co.jp/MSFD
• 故障かな？と思ったら
本紙おもて面

それでもご不明な場合、以下の相談窓口
にお問い合わせください。また、動作の
不具合や故障に関するご相談の場合は、
次のことをお知らせください。
• 型名：MSFD-20U
• 製造番号
• 製品の購入年月日・ご購入店名
• ご使用のコンピューターメーカー・型番
• コンピューターの仕様
（CPU速度、メモリー容量など）

• 不具合時の状態：できるだけ詳しく
• 製品ご使用当初は問題がなかったか、
最初からうまく動かなかったか、など

ソニーストレージコール
TEL 0475-58-0136
受付時間
月～金（祝日を除く）
10:00から18:00

書き込み可能 書き込み禁止

フロッピーディスクについて

使用できるフロッピーディスク

本ドライブで使用できるフロッピーディスクは、次のとおりです。

ご注意

• 本ドライブでの動作が確認されていないフロッピー機器は使用しないでください。故障の原因
となります。

• あらかじめフォーマットされた市販のディスクを使用する場合は、ご使用のOSに対応するディ
スクをお選びください。

フロッピーディスクを書き込み禁止
にする

ディスクには、データを上書きできない
ようにするためのライトプロテクトタブ
があります。書き込み禁止にすると、
データを読み出すことはできますが、書
き込むことはできません。

フロッピーディスク裏面

• テレビやスピーカー、磁石により強い磁
界が生じている場所の近くにディスクを
放置しないでください。保存されたデー
タが消えてしまうことがあります。

• 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに
ディスクを置かないでください。ケース
部分が曲がり、使用できなくなることが
あります。

• シャッターを手で開けたり、ディスク表
面に触れたりしないでください。ディス
ク表面の汚れや傷により読み出しや書き
込みができなくなることがあります。

• 水などがディスクにかからないようにし
てください。

• 貴重なデータを守るため、ディスクを使
用しないときはドライブから取り出し
て、ケースに保管しておいてください。

フロッピーディスク取り扱い上のご注意
フロッピーディスクに保存されているデータを保護するため、下記の注意事項に従ってください。

“メモリースティック”について

“メモリースティック”とは？

“メモリースティック”は、小さく軽く、
しかもフロッピーディスクより容量が大
きい新世代のI C記録メディアです。“メ
モリースティック”対応機器間でデータ
をやりとりするのにお使いいただけるだ
けでなく、着脱可能な外部記録メディア
の１つとしてデータの保存にもお使いい
ただけます。

“メモリースティック”内のデータの
読み書き

“メモリースティック”へのデータの書き込
み、および読み出しは、Windowsのファ
イル操作によって行うことができます。

使用できる“メモリースティック”

本ドライブで使用できる“メモリース
ティック”は、次のとおりです。
•“メモリースティック”：標準タイプの
青い“メモリースティック”。

•“マジックゲート メモリースティック”：
著作権保護技術（マジックゲート*）を搭載
した白い“メモリースティック”。

*“マジックゲート”とは暗号化技術を使って
著作権を保護する技術です。

メモ

• 本ドライブはマジックゲート規格に対応し
ていないため、本ドライブで記録したデー
タは著作権の保護の対象にはなりません。

“メモリースティック”を書き込み
禁止にする

“メモリースティック”には、データを上
書きできないようにするためのライトプ
ロテクトタブがあります。書き込み禁止
にすると、データを読み出すことはでき
ますが、書き込むことはできません。

LOCK LOCK

エラーメッセージが表示されたときは

“メモリースティック”のデータを読み
出したとき、青画面でディスク書き込
みエラーとなり、「ファイルやデータが
失われた可能性があります」というメッ
セージが表示された場合は、“メモリー
スティック”が書き込み禁止になってい
る可能性があります。“メモリース
ティック”の書き込み禁止タブを解除し
てください（上図参照）。この場合、“メ
モリースティック”のデータは失われて
いません。

書き込み可能 書き込み禁止

端子

ラベル貼り付け部

“メモリースティック”取り扱い上のご注意
“メモリースティック”に保存されているデータを保護するため、下記の注意事項に従ってくだ
さい。

•“メモリースティック”は出荷時に最適に
フォーマットされていますので、あらた
めてフォーマットする必要はありませ
ん。コンピューターでフォーマットする
と、他の“メモリースティック”対応機器
でアクセスできないなどの不具合が発生
することがあります。

• コンピューターでフォーマットした“メ
モリースティック”を“メモリースティッ
ク”対応機器で使用する場合は、“メモ
リースティック”対応機器で再度フォー
マットしてください。

•“メモリースティック”に最初から入って
いるファイル（MemoryStick.ind）は、
“メモリースティック”対応機器のための
ファイルです。不都合がなければ消さず
にそのままご使用ください。

•“メモリースティック”のデフラグやドラ
イブの圧縮は行わないでください。

• 下記の場合、記録したデータが消滅する
（破壊される）ことがあります。
– 読み出し／書き込み中に“メモリース
ティック”を抜いたり、コンピュー
ターの電源を切った場合

– 静電気や電気的ノイズの影響を受ける
場所で使用した場合

• ラベル貼り付け部には専用ラベル以外は
貼らないでください。

• 持ち運びや保管の際は、“メモリース
ティック”に付属の収納ケースに入れて
ください。

• 端子部には手や金属で触れないでくだ
さい。

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落とし
たりしないでください。

• 分解したり、改造したりしないでくだ
さい。

• 水にぬらさないでください。

下記の注意事項を守らないと火災・感電など
により死亡や大けがの原因となります。

直射日光のあたる場所や、熱気、油煙、湯気、湿気、
ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがありま
す。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、

火災や感電の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が

入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜
いて、修理窓口、または販売店にご依頼ください。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の
物品に損害を与えたりすることがあります。

本体を布や布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがありま

す。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、
次のような表示をしていま
す。表示の内容をよく理解し
てから本文をお読みくださ
い。

この表示の注意事項を守らな
いと、火災・感電などにより
死亡や大けがなどの人身事故
につながることがあります。

この表示の注意事項を守らな
いと、感電やその他の事故に
よりけがをしたり周辺の物品
に損害を与えたりすることが
あります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。し
かし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感
電などにより人身事故につながることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

以降の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意
事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐに修理窓口、またはお買い上げ店にご連絡ください。

万一異常が起きたら

USBケーブル
を抜く

安全のために

b
• 煙が出たら
• 異常な音、においがし
たら

• 内部に水、異物が入っ
たら

• 製品を落としたり、キャ
ビネットを破損したとき


